ニュースレター

ＮＯ．１６３
平成２７年９月１５日

北九州市
市民活動サポートセンター

１９８０年に制定された「おりがみの日」は何月何日でしょうか？

第１５８回

サポートセンターの日

発表団体

アイオーブイ

■ ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア ■
代表

今中 洋子氏

アイオーブイ

（※ ＩＯＶ インターナショナル・オリガミ・ボランティア）
平成１１年１１月に設立し、現在会員９名で活動しています。子どもか
ら高齢者、日本在住の外国の方がたと折り紙を通した交流を行っています。
毎月、市民センター、八幡東・西図書館、子どもの館等で定例会を開催
しています。興味のある方はぜひご連絡ください。
〒８０５－００５２

北九州市八幡東区西丸山町１－２

八幡東区ボランティア連絡協議会
ＴＥＬ：０ ９ ３ － ６ ９ １ － ５ ４ ８ ９
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答えは次ページへ

◆

日本の伝統文化で国際交流

◆

一枚の紙から様々な形を折り出せる折り紙は、古くから多くの人々に親しまれ
てきた、日本の伝統文化です。趣味・教育・リハビリテーション効果など様々な
可能性を持っています。折り紙のすばらしさは国や地域を越えて、世界共通語
「ORIGAMI」として浸透しています。
アイオーブイ

私達「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」は、日本文化としての折り紙の普
及と折り紙を通じた交流を目的として、年間約２，５００名の国内外の皆さんに
折り紙を教えています。過去には、アメリカ、ベルギー、韓国などへ出向き、海
外での普及・交流活動にも取り組みました。折り紙文化の無い海外では、
「紙ヒコ
ーキ」や「かぶと」など、簡単に折りあがるもので、大変喜ばれました。

◆

みんなが喜んでくれた時が一番うれしい！

◆

アイオーブイ

「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」
の４名の皆さんのご指導で、折り紙に挑戦
しました。最初は、ただの四角い紙が、折
り進んでいくと、だんだんと形が表れてき

かわいい作品
ができあがり
ました！！

ます。角度を正確に折ることと、折り目を
しっかりとつけることで、きれいに仕上が
参加者一人一人に丁寧な指導

ることがわかりました。
細かい部分は爪楊枝を使います。
一つ一つ丁寧に教えていただき、参加者
全員がきれいな箱と、可愛い親子ペンギン
を完成させる事ができました。
喜びと感動の瞬間です！
参加者も大満足で、自分の作品をおみや

手元は真剣

◆

げに大事に持って帰りました。

折り紙の交流会しませんか？

◆

現在は、海外にでかけていませんが、国
内在住の外国人や、留学生等と折り紙を通
じて国際交流を図りたいと考えています。
折り紙に興味のある方、交流会をしません
か？ 会員の募集もしています。
前ページの答え

アイオーブイ

「ＩＯＶ国際交流折り紙ボランティア」の皆さん
左より、林さん 勝田さん

今中さん 中村さん
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１１月１１日です。
数字の１を正方形の一辺と見立て、１
が４つで正方形の４辺を表すことから、
日本折紙協会がこの日を「おりがみの日」
に制定しました。

助成金等の情報
助成金名

分野

トヨタ財団２０１５年度
国内助成プログラム
第１３回

読売福祉文化賞

第１９回地球倫理推進賞
平成２７年度
第１１回

9/30

その他

公益財団法人

トヨタ財団

9/30

福祉

社会福祉法人

読売光と愛の事業団

9/30

教育・環境

ボランティア顕彰

その他

ＴＯＴＯ水環境基金

花王・みんなの森づくり活動助成

締切

特定非営利活動法人
日本チャリティープレート協会

保健・福祉

チャリティプレート助成金

団体名

倫理研究所 「地球倫理推進賞」事務局

9/30

公益財団法人

9/30

芳賀教育文化振興会

環境

ＴＯＴＯ(株)ＴＯＴＯ水環境基金事務局

10/10

環境

公益財団法人

10/16

都市緑化機構

※詳細はサポートセンターのＨＰに掲載中。また、当センターの助成金コーナー（ラック）では紙ベースでの情報を提供しています。

ＮＰＯ法人数・設立申請状況（平成２７年 8 月 3１日現在）
北九州市内のＮＰＯ法人数

303 団体

設立認証申請中の団体
◆北九州グリーン都市研究会
◆暮らしの間研究所

◆東九州交流活性プロジェクト

◆門司港レトロ・犬猫を守る会

◆老いを支える北九州家族の会

◆あそびとまなび研究所

◆どんぐりファミリー

◆和楽啓明
※市内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人数（市外に事務所があるＮＰＯ法人でも、市内に主たる事務所がある場合は、数に含めています。
）

ＮＰＯ法人が情報公開しなければならない書類
ＮＰＯ法人は、事業報告書等、役員名簿、定款等をすべての事務所に備え置き、社員その他利害
関係人から、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて閲覧させなければなり
ません。
備え置き、閲覧の対象となる書類

期間等

事業報告書
活動計算書

事
業
報
告
書
等

貸借対照表

過去３事業年度分

財産目録

（作成日から翌々事業

年間役員名簿
（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は

年度末日まで）

居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿）

社員のうち１０人以上の者の名簿
役員名簿

定
款
等

最新のもの

定款
認証書の写し

最新のもの

登記事項証明書の写し

※社員その他利害関係人とは・・・社員、債権者、保証人、法人と取引等の契約関係にある者、法人に対して
損害賠償請求権を有する者等
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サポートセンター主催・共催の講座・セミナー情報（無料・要予約）
9月

時

間

2４
（木）
2４
（木）
３０
（水）

１０月
１４
（水）
１４
（水）

18:00～21:00

講

座

名

内

◆NPO のためのファンドレ 支援者へ伝わる呼びかけ文をつくろう！他
イジング入門講座（第３回） 講師：NPO 法人アカツキ 代表理事 永田賢介氏

18:30～20:00

◆サポートセンターの日◆

レッツ！！シナプソロジー®～脳とからだの活性化～
◇ちーむ・レク☆さす

19:00～20:00

◆NPO 法人入門説明会◆

NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。

時

間

講

座

名

内

10:00～16:00

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

19:00～20:00

◆NPO 法人入門説明会◆

2２
（木）

18:30～20:00

◆サポートセンターの日◆

２８
（水）

10:00～16:00

◆税理士相談会
（NPO 法人向け）◆

19:00～20:00

◆NPO 法人入門説明会◆

２８
（水）

容

容

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。
NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。
ちょっと心を貸してください！
～あなたと考えるヒューマンライツ～
◇願児我楽夢 Ｒｙｕ Ｒｉｎｎａｉ氏

税理士が会計や税務に関する相談をお受けします。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。
NPO 法人設立の準備を始めた方向けです。
※毎月第 2・第４水曜日に開催予定です。

★ご存知ですか？★
サポートセンター（コムシティ・ムーブ）で印刷機やミーティングスペースを利用したい場合は、
ＨＰ（キラキラネット）で事前に空き状況が確認できます。

✍編集後記

◆北九州市市民活動サポートセンター
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５-３コムシティ３階
ＴＥＬ ０９３-６４５-３１０１ ＦＡＸ０９３-６４５-３１０２
◆ＮＰＯ法人に関する相談・申請受付（要予約）
、ＮＰＯ・市民活動等に関す
る相談、印刷機等の利用（要登録）など
◆ご利用は、月曜日～土曜日《１０時～２１時》
日曜日・祝日《１０時～１９時》
（毎月第 1・3・5 月曜日及び年末・年始休館）

◇北九州市市民活動サポートセンター・ムーブサテライト
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 11-4 ムーブ１階
ＴＥＬ ０９３-５６２-５３０９
◇ＮＰＯ法人に関する相談・申請受付（要予約）
、ＮＰＯ・市民活動等に関す
る相談、印刷機等の利用（要予約・登録）など
◇ムーブサテライトには、火曜日と金曜日以外は、職員がおりません。
利用に関する詳細は、ホームページをご覧いただくか、電話やメール等で
お尋ねください。
ＨＰ（キラキラネット）http://www.kirakirakitaq.jp
メールアドレス
support3@axel.ocn.ne.jp
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ごきげんよう。暑い夏
はいつの間にか過ぎ去
り、季節はもう秋。秋と
言えばみなさまは何を
想像されますか？私は、
【音楽の秋】です♪演奏
会を控えているので、時
間を見つけては二胡を
練習しております。素敵
な音色で癒してさしあ
げるくらい上達すると
いいな♪
ｂｙ にこひめ

